
戦争・原爆死没者の慰霊と
世界の平和を祈り、

黙とうをささげてください
 広島市原爆投下日　8月6日㈰午前8時15分
 長崎市原爆投下日　8月9日㈬午前11時2分
 　　　終戦記念日　8月15日㈫正午

問総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）
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※機種によっては正しく表示されない場合があります。 スマートフォン用

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity
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毎年8月、原爆が投下された広
島・長崎への平和使節派遣事
業を実施しています。今年も区
内在住・在勤・在学の青少年21
人を派遣。現地での経験を通し
て「平和」に対する認識を深め、
次世代に語り継いでいくことを
目的としています。

区内中学生の提案により、非核・平和の
意識がさらに広まるよう「平和の花壇」を
設置し、カンナの花などを植栽しています。

大井町駅前の「平和の誓
い像」横には、広島市の「平
和の灯」と長崎市の「誓い
の火」を合わせて点火した
「誓いの灯」があり、駅前
広場の平和のシンボルとし
て親しまれています。

わ
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非核平和都市品川宣言
今、この地球に、
人類は自らを滅ぼして余りある核兵器を蓄えた。
いまだかつて、開発された兵器で使われなかったものはない。
これは、歴史の恐るべき証明である。

一刻も早く、核兵器をなくさなければならない。
頭上に核の閃

せん

光
こう

がひらめく前に。
遅すぎたとき、それを悔やむだけの未来すら、
我われには残されていない。

品川区は、核兵器廃絶と恒久平和確立の悲願を込めて、
ここに非核平和都市を宣言し、全世界に訴える。
我われは、いかなる国であれ、いかなる理由であれ、
核兵器の製造、配備、持込みを認めない。
持てる国は、即時に核兵器を捨てよと。

このかけがえのない美しい地球と、
そこに住む生きとし生けるものを、守り伝えるために。

昭和60年3月26日

焦土に咲いたカンナの花
広島平和記念資料館の展示の最後に飾られ
ているのは、焦土と化した被爆地に咲くカ
ンナの花の写真（上記）。「75年間は草木も
生えない」と言われた土地に芽吹いた緑は、
人々に生きる希望を与えてくれました。

広島・原爆ドームのもとでの講話 広島平和記念資料館 長崎・山王神社。
原爆の爆風によって吹き飛ばされた鳥居を見学

シンボルマーク

戦時下、農業経験のない武蔵小山商店街
の人々が、満州に開拓団として海を渡っ
たことをご存じでしょうか。区では戦後70
周年特別企画番組「いま聞いておきたい
あの日の記憶」として、「壊滅した商店街
と満
まん

蒙
もう

開
かい

拓
たく

団
だん

」（全国広報コンクールなど
トリプル受賞）「昭和20年5月24日城南大空
襲」「子どもたちの戦争」を制作しました。

“しながわネットTV”
（品川区公式YouTubeチャンネル）で

ご覧いただけます。

Ⓒ朝日新聞社

大井町駅前

平平和和
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行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

8月6日㈰
11日㈷
13日㈰
20日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）
  ※8月中旬に開院している診療所については、健康課☎5742－6744でも案内します。

8月6日㈰

 佐川医院 南大井 4 － 8 －12 ☎3761－8580
 児玉歯科 西五反田 1 －26－ 2 ☎5437－3966
 今村歯科 中　延 3 －13－14 ☎3785－1419
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

8月11日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 すずき歯科五反田Ｇタワ－クリニック 西五反田 1 － 7 － 1 ☎3492－8020
 のぐち歯科 中　延 5 － 3 －12 ☎3784－5214
 ケアステ－ション鍼灸・整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

8月13日㈰

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
 大崎デンタルオフィス 大　崎 1 －11－ 1 ☎3490－8612
 大原歯科医院 中　延 2 － 8 － 3 ☎3781－5565
 品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

8月20日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 － 1 －17 ☎3763－6706
 大崎 Think Park 歯科 大　崎 2 － 1 － 1 ☎5745－3005
 和栗歯科医院 東中延 2 －10－18 ☎5751－3284
 大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

8月5日㈯ 　　　品川区医師会休日診療所   北品川 3 － 7 －25    ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局   北品川 3 －11－16  ☎3471－2383

8月12日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

8月19日㈯ 　　　品川区医師会休日診療所   北品川 3 － 7 －25    ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局   北品川 3 －11－16  ☎3471－2383

小

内

内

内

内

内

内

内

小

小

小

小

小

小

小

小

歯

歯

歯

歯

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨

骨

骨

骨

骨

内 小

薬
薬

薬

薬

応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

※重病の方は119番をご利用ください。 ※受付時間にご注意ください。
医療機関の24時間案内

●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 Fax5285－8080 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後6時～午後11時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後11時
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

　母乳相談

日8月16日㈬ 午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎3788
－7016へ

　むし歯撃退教室

日①8月15日㈫ ②9月6日㈬ 
午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯磨き・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本生えた、1歳5カ月までのお子
さんと保護者各25組（先着）
場申問8月3日㈭から、電話で①は荏原
保健センター☎3788－7015、②は品川
保健センター☎3474－2902へ

　品川区国保基本健診（無料）
　早得キャンペーンは8月末まで！
8月末までに受診した方へ、品川・荏原健
康センター1回利用券をプレゼントしてい
ます。この機会に受診しませんか。　
受診方法／5月下旬に送付した受診券・
問診票・保険証を持って区内契約医療機
関へ　※土・日曜日に受診できる医療機
関もあります。
問国保医療年金課保健指導係
（☎5742－6902 Fax5742－6876）

　自分でできるプレママのボディケア

日8月26日㈯・9月9日㈯ 午後2時～3時
30分、9月21日㈭ 午前10時～11時30分
（全3回）
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
内グループワーク、ボディケアの実習
人妊娠安定期以降の方20人（抽選）
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申問8月15日㈫（必着）までに、往復は
がきかFAXに「プレママのボディケア」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・
FAX番号、Ｅメールアドレス、見守り託児
希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）を
子ども育成課庶務係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6692 Fax5742－6351）
へ

　難病音楽療法教室と交流会

日8月28日㈪ 午後1時30分～4時
人パーキンソン病、脊髄小脳変性症など
の神経難病患者と家族30人（先着）
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　思春期家族教室

不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩
みを持つ家族同士で話し合う教室です。
日8月18日㈮ 午後2時～4時
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活
まで栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
8/9㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム
会館（小山3－23－5）

8/21㈪
12:00～15:00

啓発展示室
（第二庁舎3階）

※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ汁など）
を持参してください。
申当日、直接会場へ  
運営／品川栄養士会
問健康課（☎5742－6746 Fax5742－6883）

　8
ハチマルニイマル

020・9
キュウマルイチロク

016達成者募集
歯の健康に自信のある方を募集します。
人①8020＝昭和3年4月1日～13年3月
31日生まれで自分の歯が20本以上ある
方　②9016＝昭和3年3月31日以前生ま
れで自分の歯が16本以上ある方　
※過去に受賞したことのある方は記念品
のみ贈呈。
申8月1日㈫～9月8日㈮に、歯科医院（品
川歯科医師会・荏原歯科医師会所属歯科
医院）で無料健診　
※9月1日㈮＝大井保健センター、9月5
日㈫＝品川保健センター、9月7日㈭＝荏
原歯科医師会館（中延1－4－15）でも
無料健診（時間は午後1時～2時）。
問品川歯科医師会☎3492－2535
荏原歯科医師会☎3783－1878
健康課（☎5742－6745 Fax5742－6883）
※達成者顕彰式（10月予定）は、健診を
受けた歯科医院へお問い合わせください。

シニアクラブ

健康ガイド 〠140－0001  北品川3－11－22  
☎3474－2225　Fax3474－2034

品川保健
センター

〠140－0014  大井2－27－20  
☎3772－2666　Fax3772－2570

大井保健
センター

〠142－0063  荏原2－9－6  
☎3788－7016　Fax3788－7900

荏原保健
センター

いきいき筋力向上トレーニング参加者とトレーニング協力員募集

　品川区シルバー成年式のお知らせ

　わくわくクッキング参加者募集

日時（全22回） 会場 説明会 対象（抽選）

10/4からの水曜日
14:00～15:30

こみゅにてぃ
ぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

9/20㈬
10:00から

次の全てにあてはまる方各
16人（抽選）
①65歳以上　②自力で会
場への往復ができる　③現
在運動をするのに支障がな
い　④3時間程度の説明会
に必ず出席できる

10/6からの金曜日
14:00～15:30

りんし21
（小山台1－4－1）

9/22㈮
10:00から

申8月15日㈫までの月～金曜日午前10時～午後5時に、本人が電話
でコナミスポーツクラブ 0120－919－573へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

共通

内マット運動・ストレッチ運動な
ど　※筋力トレーニングマシンは
使用しません。
￥各4,400円

　●トレーニング協力員募集　
水曜日

13:30～16:00
こみゅにてぃぷらざ八潮

金曜日 りんし21

内会場の準備、トレーニングの補助など
人各8人程度（選考）　謝礼／1回2,000円

日9月9日㈯午後1時～4時  人昭和22年4月2日～23年4月1日生まれの方
場参送付される案内状を持って、当日きゅりあん（大井町駅前）へ
※8月21日㈪までに案内状が届いていない方はご連絡ください。
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

教室名 日時（全10回） 会場 費用 申込先

①
八潮

9/5～11/7
の火曜日

10:00～12:00
八潮区民集会所
（八潮5－10－27）

各
2,000円
（材料費
別）

品川栄養士会
☎070－6657－6875（祝日を
除く月～金曜日9:00～17:00）

②
平塚橋

9/7～11/9
の木曜日

10:00～12:00

平塚橋ゆうゆう
プラザ
（西中延1－2－8）

みんなの食育
☎090－9232－1722
（火曜日を除く10:00～17:00）

③
荏原

9/8～11/17
の金曜日
(11/3は除く)
10:00～12:00

荏原文化センター
（中延1－9－15）

長寿社会文化協会
☎5405－1501（祝日を除く月
～金曜日10:00～17:00）

人区内在住で、会場への往復ができるおおむね65歳以上の方
①③各16人②12人（抽選）
申8月18日㈮までに、本人が電話で各申込先へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

電子
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8月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
21日㈪ 午後1時
行財政改革特別委員会／22日㈫ 午後1時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／23日㈬ 午後1時
議会運営委員会／24日㈭ 午後1時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895）

女性相談員による面接相談
1人で悩まずご相談ください（性別不問）。
●法律相談
日9月6日㈬・12日㈫ 午後1時～3時30分
25日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日9月28日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日9月1日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮ 
午後1時～4時
8日㈮ 午後5時30分～8時30分
─────────共通─────────
場申問相談日の1カ月前から、電話で男
女共同参画センター（東大井5－18－1
きゅりあん3階☎5479－4104 Fax5479
－4111）へ　　
※相談室の入室は当事者のみです。
※託児はありません。

ウェルカムセンター原・交流施設
工事に伴う一部利用休止のお知らせ
多目的室、講習室の利用を休止します。
日12月1日㈮～20日㈬
問同施設☎5742－4660、大井第三地域セ
ンター（☎3773－2000 Fax3771－3735）

品川児童学園「子ども発達相談室」設
備改修工事などに伴う休園のお知らせ
日8月8日㈫～10日㈭
問品川児童学園子ども発達相談室　
（☎3790－5563 Fax5755－2806）

都営住宅入居者の募集
募集住宅／家族向け（ポイント方式）、単
身者向け、単身者用車いす使用者向け、
シルバーピア、事業再建者向け定期使用
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、文化センター、サービス
コーナー、品川宅建管理センター
申8月9日㈬まで配布する申込用紙を、郵
送で渋谷郵便局（ポイント方式と事業再
建者向けは東京都住宅供給公社募集セン
ター）に8月15日㈫までに届いたものに
限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場
8/5㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）
8/6㈰ 本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。

問住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776 Fax5742－6963）

低公害車買い換えを支援します
（利子補給・信用保証料補助）
対象／区内中小企業者・個人事業者で東
京都環境保全資金の利子補給金等交付決
定通知を受けた方
対象車／東京都環境保全資金融資対象車
申問環境課で配布する申請書と添付書類
を同課環境管理係（〠140－8715品川区
役所本庁舎6階☎5742－6949 Fax5742
－6853）へ郵送か持参
※予算額に到達した時点で受け付けを終
了します。　※申請書は区ホームページ
からダウンロードもできます。

障害者福祉手当を支給します
8月18日㈮頃受給者の口座に振り込みま
す。振込通知は年1回、4月期に送付済み
です。
対象／次のいずれかにあてはまる方
身体障害者手帳1～3級、愛の手帳1～4度、
脳性マヒ・進行性筋萎縮症、戦傷病者手
帳特別～第4項症、規則に定める特殊疾
病にり患している、精神の障害により1級
の障害基礎年金などを受給している
※児童育成手当（障害手当）に該当する方、
障害者支援施設や特別養護老人ホームな
どの施設へ入所している方は手当の支給
対象になりません。　
※所得制限額（扶養のない方で3,604,000
円）を超えている方は対象になりません。
問障害者福祉課障害者福祉係
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

29年度就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験
人次のいずれかにあてはまる方
①病気などにより就学義務を猶予か免除
されている　②やむを得ない事由により
登校することができず卒業することがで
きなかった　③就学猶予か免除に相当す
る事由があると認められる
※詳しくは、お問い合わせください。
願書受付期間／8月21日㈪～9月8日㈮
（消印有効）
試験日／10月26日㈭
受験案内など配布場所／東京都義務教育
課小中学校担当（都庁第一本庁舎40階）
願書提出先／文部科学省生涯学習推進課
認定試験第一・二係（千代田区霞が関3－
2－2☎5253－4111内線2643・2024）
問学務課
（☎5742－6828 Fax5742－0180）

お知らせ！

レッツ スポーツ

　第67回品川区民スポーツ大会（秋季）

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

空手道 9/3㈰ 総合体育館 8/17㈭ 小中高生
500円
300円

○組手の部（一般男子5級以上）　※組手の部は連盟登録者とスポーツ保険加入者のみ
○型の部（1部・2部）　○鍛眼法の部（1部・2部）

バレーボール 9/3㈰・10㈰・23㈷ 戸越体育館　ほか 8/23㈬ 1チーム 3,000円 ○9/3・23 一般男子・女子の部（6人制）　○9/10・23 家庭婦人の部（9人制）※代表者会議は8/30㈬午後7時から総合体育館

硬式テニス 9/10㈰・17㈰・24㈰、
10/29㈰

大井ふ頭中央海浜公園
（八潮4－1）　ほか

一般男子8/23㈬
一般女子、壮年男
子・女子8/30㈬

一般シングル
壮年ペア

500円
800円

○9/10・9/17 一般男子　○9/24 一般女子、壮年男子・女子（50歳以上）　
○10/29 男女準決勝・決勝　※予備日10/1㈰送料代82円切手持参

ソフトテニス
（高校・一般） 9/10㈰ しながわ区民公園

（勝島3－2） 8/17㈭ 一般・壮年ペア
高校ペア

800円
500円

○高校男子・女子　○一般男子・女子　○壮年男子・女子（45歳以上）　
※予備日9/24㈰

バスケット
ボール

9/16㈯・17㈰・24㈰・30㈯、
10/1㈰・7㈯・14㈯ 戸越体育館 8/15㈫ 1チーム 3,000円 ○一般男子・女子　※代表者会議は9/6㈬ 午後7時から総合体育館

陸上競技 10/22㈰ 大井ふ頭中央海浜公園 9/10㈰ 小中高生
500円
300円

○小学3・4年男子・女子（80m）　○小学5・6年男子・女子（100・800m）　
○小学男子・女子（走り幅跳び）　○中学男子（100・200・1,500・3,000m、400m
リレー、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）　○中学女子（100・200・800・1,500m、
400mリレー、走り幅跳び、走り高跳び）　○壮年男子（40歳以上）（60・5,000m）
○壮年男子（50歳以上・60歳以上）（3,000m）　○一般男子（高校生含む）（100・
200・400・1,500・5,000m、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）　○一般女子（高
校生含む）（100・200・1,500m、走り幅跳び）　※リレーを除き1人2種目まで参加可

申問申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ　（8月21日㈪を除く）

問子ども育成課庶務係
（☎5742－6720 Fax5742－6351）

「家庭の日」です
毎月第一日曜日は

道路は、私たちの毎日の生活を支える
のに欠くことのできない財産です。しか
し、道路上の放置自転車や、商品のせり
出し・置き看板などによる通行妨害が後
を絶ちません。道路は私たち全員のもの
です。この機会に道路の正しい利用につ
いて、もう一度考えてみましょう。

問土木管理課土木監察担当
（☎5742－6582 Fax5742－6887）

この道で
おはよう  さよなら  ありがとう

8月は「道路ふれあい月間」です

教育委員が
決まりました

去る7月19日の第2回区議会定例会
本会議で塚田成四郎氏の教育委員
会委員への任命が同意され、7月
20日付けで就任しました。

塚田　成四郎氏（66歳）
弁護士、品川区法律相談員、品川区情報
公開等審議会会長および品川区行政不
服審査会会長を歴任

　太極拳ワンコイン講習会
日8月20日㈰ 午後1時30分～4時
※受け付けは午後1時から。
内入門太極拳、24式太極拳
￥500円
主催／品川区武術太極拳連盟
場参当日、運動のできる服装で、費用と上履きを持っ
て、東品川文化センター（東品川3－32－10）へ
問スポーツ協会

　シルバーピンポン＆初心者卓球教室
日9月6日～10月25日の水曜日 
午前9時30分～11時30分（全8回）
場総合体育館
人30人（抽選）①シルバーピンポン＝60歳以上の方
②初心者卓球＝59歳以下の初心者
￥①2,500円、②4,000円（ボール代・保険料込）
申問8月18日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無をスポーツ
協会へ

　フォークダンス初心者向け講習会
日9月1日～29日の金曜日 
午前9時20分～11時20分（全4回） 
※9月22日を除く。
￥2,500円（保険料込）
場参当日、動きやすい服装で、費用と上履きを持って、
ウェルカムセンター原・交流施設（西大井2－5－21）へ
問スポーツ協会

　空手道教室
日9月5日～10月10日の火曜日 
午後7時30分～8時30分（全5回）　
※9月19日を除く。
場総合体育館
人16歳以上の方10人（抽選）
※通年の教室で継続可能。
￥3,850円（保険料込）
申問8月20日㈰（必着）までに、往復はがきかFAXで
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号をスポーツ協会へ

　秋季レディース硬式テニス大会
日9月8日㈮ 午前9時から
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合形式／ダブルストーナメント戦
人区内在住か在勤の方、連盟登録者 40組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申問8月22日㈫までに、費用を持って、スポーツ協会へ
（8月21日㈪を除く）

　第67回品川区民スポーツ大会（秋季）民踊大会
日10月29日㈰　
場きゅりあん（大井町駅前）
￥1団体1曲2,000円・2曲3,000円　
※3人以上の団体で1団体2曲まで。　
※120曲を超えたときは抽選。
申問8月17日㈭（必着）までに、往復はがきに「民踊」
とし、代表者の住所・氏名・電話番号、曲名、団体名
をスポーツ協会へ
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「品川区 旗の台駅周辺地区バリアフリー計画」を
策定しました

　区はこれまで、高齢者や障害者を含むすべての人にやさしいまちを
つくるため、ハードとソフトの両面から様々なバリアフリー化の取り組
みを進めてきました。今後の更なる高齢化や、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催を契機とした国際都市としての発展を
見据え、区は、一体性・連続性のあるバリアフリー化を推進することが

重要と考えています。「品川区すべての人にやさしいまちづくり推進計
画」（20年3月）や「品川区まちづくりマスタープラン」（25年2月）で
示された方針などに則し、具体的な区域・取り組みを定めた計画とし
て、今年4月から5月に実施したパブリックコメントのご意見も参考に、
「品川区 旗の台駅周辺地区バリアフリー計画」を策定しました。

問い合わせ   都市計画課（☎5742－6760 Fax5742－6889）

●基本目標 ●基本方針
すべての人にやさしい
安全・安心・快適に回遊できるまちなかの実現

● 区全域におけるバリアフリー化をめざした段階的な取り組みの推進
●区民・事業者などとの協働による取り組みの推進
●心のバリアフリーの推進

主なご意見 区の考え方
旗の台駅周辺地区は大学病院や交通の要所として適
切な選定であるが、区内にはこの他にも計画を策定す
べき地区があるのではないか。区全体を俯

ふ

瞰
かん

して偏り
のないよう十分に考慮してほしい。

平成26年度策定の「大井町駅周辺地区バリアフリー
計画」や本計画に基づく「旗の台駅周辺地区」の取
り組み状況や効果などを踏まえつつ、区内のバリア
フリー化の推進をめざします。

計画を立てるだけではなく、その後の評価や見直しも
しっかりやってほしい。例えば、大井町駅周辺地区で
はすでにバリアフリー計画が作られているが、JR大井
町駅西口改札内のバリアフリールートが確立されて
いない。　

計画に基づく事業などを確実に推進していくよう、
JR大井町駅西口のバリアフリールートは、「大井町
駅周辺地区バリアフリー計画」の中に含まれてお
り、関係機関と連携を図りながら今後も引き続き計
画を進めていきます。

バリアフリーの基礎は、心のバリアフリーだと思う。
短期目標の道路については、みんなの交通法規の理解
による協力が必要である。交通法規の再認識を指導す
る必要があると思う。例えば、真ん中に白線を引いて
右側通行するように一定期間誘導するのはどうか。

本計画中においても「自転車利用のルールとマナー
に関する広報啓発活動の実施」、「ユニバーサルデザ
イン・おたがいさま運動に関する講座の推進」、「道
路の不正使用対策の推進」の中に交通法規の理解に
ついて盛り込んでおり、関係機関と連携を図り、取
り組んでいきます。

●パブリックコメントでいただいた主なご意見と
　区の考え方 6人の方から11件のご意見をいただきました

「品川区 旗の台駅周辺地区バリアフリー計画」の全文とパブリックコメントにお寄せいただいたご意
見の概要と区の考え方は、都市計画課（本庁舎6階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、区ホームペー
ジでご覧いただけます。

「健康塾」ではつらつ笑顔
体にやさしい体操です。健康のために始めてみませんか。
日時／10月2日㈪～30年3月
＊ 大井第三区民集会所は12月まで。
※祝日・年末年始は除く。
Ａ教室＝午前9時30分～10時30分
Ｂ教室＝午前10時45分～11時45分
内容／健康体操
対象／60歳以上の方各20人程度
（抽選）
※医師に運動を禁じられている方は
ご遠慮ください。
費用／各3,600円　（＊ 1,800円）
申込方法／8月18日㈮までに、本人
が直接希望の会場へ
※スクエア荏原の申し込みは健康課
健康づくり係（本庁舎7階）へ。
※こみゅにてぃぷらざ八潮は8月8日
㈫～10日㈭は休館です。
問い合わせ／健康課健康づくり係
（☎5742－6746 Fax5742－6883）

曜日 会場 所在地

月

東品川シルバーセンター 東品川3－32－10

平塚橋ゆうゆうプラザ　 西中延1－2－8

ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15

スクエア荏原 荏原4－5－28

火

旗の台シルバーセンター 旗の台4－13－1

西大井いきいきセンター 西大井2－5－21

関ヶ原シルバーセンター 東大井6－11－11

後地シルバーセンター　 小山2－9－19

水

荏原第二区民集会所 荏原6－17－12

ゆたかシルバーセンター 豊町3－2－15

東大井区民集会所 東大井2－16－12

こみゅにてぃぷらざ八潮 八潮5－9－11

大崎第二区民集会所 大崎2－9－4

南品川シルバーセンター 南品川5－10－3

木

大井第三区民集会所＊ 西大井4－1－8

八潮地域センター 八潮5－10－27

五反田シルバーセンター 東五反田2－15－6

荏原第三区民集会所 平塚1－13－18 

荏原第五区民集会所 二葉1－1－2

金

西五反田シルバーセンター 西五反田3－9－10

北品川シルバーセンター 北品川1－29－12

南大井シルバーセンター 南大井3－7－13

小山シルバーセンター 小山5－17－18

原動機付自転車
ご当地ナンバープレートの
デザインを募集します

品川区を象徴するデザインの品川区を象徴するデザインの
ご当地ナンバープレートを募集します。ご当地ナンバープレートを募集します。

ぜひご応募ください。ぜひご応募ください。　募集期間　9月29日㈮まで
　応募規定
　 サイズ／縦10cm×横20cm以内に収まり、自賠責保険シール（縦35mm×横
35mm）と取り付け穴（縦6.5mm×横15mm）2カ所分のスペースがあるもの
 　 デザイン／“住み続けたいまち しながわ”をイメージできるもの、品川区の特色・
特性を区内外へPRできるもの
　（例）商店街、しながわ水族館、東海道五十三次など
　※差別的な表現を含まず、公序良俗に反しないものに限ります。
　著作権など　未発表の作品で、著作権などの権利がどこにも帰属していないも
の、他者に権利が帰属するものを加工したものでないこと
※作品に関する著作権その他の一切の権限は品川区に帰属します。
　応募方法　税務課で配布する応募用紙を同課へ郵送か持参
※応募用紙は区ホームページからダウンロードもできます。
※応募は1人1点までです。  ※応募作品は返却しません。

　表彰など　最優秀賞1作品＝3万円相当の図書カー
ド、優秀賞2作品＝各1万円相当の図書カード

◯決定したデザインは30年3月頃、本紙と区ホーム
ページで発表します。
◯ご当地ナンバープレートの交付は、30年4月より
開始予定です。　

  問い合わせ    税務課税務係（本庁舎4階☎5742－6667 Fax5742－7108）

旗の台駅を起点としたおおむね700mを目安に、生活関連
施設＊1ならびに生活関連経路＊2を含むエリア

＊1　 不特定多数の人や相当数の高齢者・障害者などが利
用する主要な施設

＊2　生活関連施設と旗の台駅を結ぶ経路

●計画区域（重点整備地区）　旗の台駅周辺地区

品川区
バリアフリー
計画

生活関連施設・
生活関連経路の
イメージ
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品川区が“誕生”して70周年を迎えたことを記念して、
今回は「宇宙と生命」をメインテーマとして開催します。

9月9日㈯・10日㈰
午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

入場無料！

基調講演

山崎直子宇宙飛行士「宇宙・生命」
日時／9月9日㈯ 午後1時30分～2時30分
会場／音楽ホール（地下1階）
定員／250人（抽選）
申込方法／8月21日㈪（必着）までに、往復はがきに
「基調講演」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を五反田文化センターへ
●プロフィール
1999年、国際宇宙ステーション（ISS）の宇宙飛行士候補者に選ばれ、2001年認定。2004
年ソユーズ宇宙船運航技術者、2006年スペースシャトル搭乗運用技術者の資格を取得。
2010年4月、スペースシャトル・ディスカバリー号で宇宙へ。ISS組立補給ミッションSTS-
131に従事。

　 特別展示

「宇宙と生命展」
9月4日㈪～10日㈰

宇宙生命史、地球生命史、宇宙の生命探査の展
示です。古生物の化石も展示します。
※4日㈪は午後1時から。日㈪ 午後 時

★2階五反田図書館でイベント関連図書の特集を行います。
★ 4階教育総合支援センターで品川区に関連した副読本や昔の教科
書の展示を行います（9月4日㈪～9日㈯）。

関連事業

大崎フォレストビルディング ビル環境委員会＝30,000円
長田正＝200,000円
品川区新聞販売同業組合＝新聞閲覧台
渡辺祐理子＝雛

ひな
飾り

石原十周雄＝雛飾り
〔地域振興基金〕48,947円（5・6月分）
小山四丁目町会＝28,947円　中尾誠利＝20,000円

ご寄付をありがとうございました（敬称略・順不同）

コース 対象 内容 日時（全4回）
パソコン（Windows10）
はじめてコース
（インターネット入門）

パソコンにはじめ
て触れる方

マウス・キーボード操
作、インターネット、
メール体験など

①9月の火曜日
②10月の火曜日
9:30～12:00

パソコン（Windows10）
なれようコース
（ワード入門）　

ゆっくりでも日本
語入力ができる方

文書作成、表作成、写
真入りカードなど

③9月の火曜日
④10月の火曜日
13:30～16:00

タブレット（iPad）
ふれようコース　

タブレットには
じめて触れる方

基本操作、インター
ネット、写真撮影、メー
ル体験など

⑤9月の水曜日
⑥10月の水曜日
13:30～15:30

コース 対象 内容 日時（全4回）

タブレット（iPad）
ふれようコース

タブレットにはじ
めて触れる方

タブレット基本操作、イン
ターネット、写真撮影、メー
ル体験など

⑦9月の木曜日
⑧10月の木曜日
9:30～11:30

タブレット（iPad）
たのしむコース

タブレットの基本
操作ができる方

各種設定、アプリ（カレン
ダー、写真編集、電子書籍、
YouTube、ゲームなど）

⑨9月の木曜日
⑩10月の木曜日
13:30～15:30

対象・定員／55歳以上の方各12人（抽選）  料金／各2,000円（教材費込）
申込方法・問い合わせ／8月14日㈪（必着）までに、はがきかFAXで教室名、希望番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者地域支援課介護予防推進係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ　
※パソコンコース、タブレットコースそれぞれ1通のみ申し込み可。

シニアのためのＩＣＴ教室
　いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）階段で2階へあがります

　平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

日時／月～金曜日午後1時～5時　※祝日を除く。
申込方法／当日午後4時までに、電話でいきいきラボ関ヶ
原☎6902－0025へ

パソコン&
タブレット相談
〈55歳以上の方対象〉

パソコン＆タブレットを楽しむ
品川区民芸術祭2017

　
　　　　　 窓口販売  午前9時から＝きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター
　　　　　　　　　　午前10時から＝Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）・しながわ観光協会
　　　　　 電話予約  午前9時から（初日のみ午前10時から）＝チケットセンターキュリア
　　　　　 インターネット予約  午前9時から＝http://www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

  会場・問い合わせ　五反田文化センター
〠141－0031西五反田6－5－1
☎3492－2451 Fax3492－7551
shinagawa-gotanda-planetarium.com/

★ホームページで詳しくご案内しています

　★プラネタリウム特別番組「オーロラを見た恐竜たち」　
約30分のプログラムを投影します。このほか特別投影もあります。この機会
にプラネタリウムで星空を見てみませんか。
日時／ 9月4日㈪～8日㈮ 午後3時30分～4時
　　　9月9日㈯・10日㈰ 午前10時～午後4時30分
  ○ 特別テーマ解説「地球以外にも生命体はいる！？」もあります（9月9日㈯・
10日㈰のみ）。

　★太陽観望会　9月10日㈰のみ　 自由参加
天体望遠鏡を使って太陽を見てみませんか（協力:品川星の会）。

　★体感展示
●恐竜ライブ 大型肉食恐竜アロサウルスが
　五反田にやってくる！（9月10日㈰のみ）　
●ミニプラネタリウムでタイムトラベル
●隕

いん

石
せき

って何だ！？さわって知ろう！

　★ワークショップ　当日申し込み
●かさぶくろロケットを飛ばそう！ 　●大迫力！ロケット実験
●ロボットアームに挑戦！　●真空実験！宇宙はどんなところだろう？
●彗

すい

星
せい

を作ろう！宇宙低温実験

　★天文・宇宙グッズショップ
J
ジ ャ ク サ

AXA公式グッズを販売します。

　★五反田星カフェ
宇宙をイメージした軽食やお菓子、ソフトドリンクなどを販売します。

荏原一中同窓会＝集会テント
日本精工＝自転車用ヘルメット
蔦勇作＝子ども神

み
輿
こし

日時／10月1日㈰ 午後2時30分開演
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演／長田雅人（指揮）、品川区民管弦楽団、しながわ物語区民合唱団ほか
料金／500円（全席指定）
発売開始／8月29日㈫
託児／1人遊びのできる、1歳～就学前のお子さん10人（先着）　※おやつ代100円。
○託児希望の方は、9月20日㈬（必着）までに、はがきに「しながわ物語演奏会の託児」
とし、住所、氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふりがな）・性別・月年齢を文化観光課
文化振興係（〠140－8715品川区役所）へ。
問文化観光課文化振興係（☎5742－6836 Fax5742－6893）

共通

  第1部   小中高生バンドとプロによる
　　　　  Dream Stage

  第2部   「寺内タケシとブルージーンズ」　 　
　　　　  によるライブ in きゅりあん

日時／11月5日㈰ 午後2時開演
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
料金／1,000円、高校生以下500円（全席指定）
発売開始／8月4日㈮
※3歳以上入場可。　

ん

前）

ドリーム ステージ

品川区制70周年記念事業

五反田宇宙ミュージアム
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ママのリフレッシュタイム
日9月1日㈮・8日㈮・15日㈮・21日㈭・
29日㈮、10月6日㈮ 
午前10時～11時30分（全6回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
内三國シェフによる食育勉強会ほか
人小学生以下のお子さんがいる母親30人
（抽選）　※お子さんの同伴不可。
￥2,500円（材料費・食材費など）
申問8月15日㈫（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、Eメールアドレスを子ど
も育成課庶務係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6692 Fax5742－6351）へ

ワーク・ライフ・バランス講座
～身軽で快適な生活と人生を～
日9月14日㈭ 午後6時30分～8時30分　
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
場申問電話かFAXで、講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号、託児希望の方はお子さ
んの氏名・年齢を男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階☎5479
－4104 Fax5479－4111）へ

認知症予防プログラム講習会
●講習会
日9月22日㈮午前9時30分～11時30分
内認知症の基礎知識・日常生活における
認知症予防の話
人60歳以上の方40人（先着）
●認知症予防「旅行」プログラム
日9月29日～10月27日の金曜日
午前9時30分～11時30分（全5回）
人講習会を受講した方
￥3,000円（教材費）
─────────共通─────────
場荏原文化センター（中延1－9－15）
申問電話で、荏原保健センター（☎3788
－7016 Fax3788－7900）へ

発達障害・思春期サポート事業
第4回啓発講演会
日9月9日㈯ 午後2時～3時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「発達障害当事者が語る　大学時代に
受けたサポートで得たもの」
人90人（先着）　
￥500円（資料代）
申9月5日㈫（必着）までに、往復はがき
かEメールで講演会名、住所、氏名、電話
番号をパルレ（〠141－0021上大崎1－
20－12 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課療育支援担当
（☎5742－6389 Fax3775－2000）

区民プロデュース型講座「ダウン症
のある子どもたちの子育てと支援」
日場9月3日㈰＝旗の台文化センター（旗の
台5－19－5）、9月10日㈰＝荏原文化セン
ター（中延1－9－15）、10月1日㈰＝荏原
第二区民集会所（荏原6－17－12）、11月
4日㈯＝五反田文化センター（西五反田6－
5－1）、11月19日㈰・30年2月18日㈰＝
荏原第一区民集会所（小山3－22－3）  
※いずれも時間は午後1時30分～3時30
分。全6回。
人家族、療育関係者などダウン症のある
子どもと関わりのある方50人（抽選）
託児／0歳～就学前のお子さん10人（抽選）
運営／ポラリス品川（ダウン症の会）
申問8月17日㈭（必着）までに、往復は
がきに「ポラリス品川」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、
託児希望の方はお子さんの氏名・年齢・
性別を文化観光課文化振興係へ

女性就業支援セミナー
「今から実践！就活成功レシピ」
日9月12日㈫ 午前10時～午後0時30分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人就職活動中か就職活動を始めようとし
ている女性の方20人（先着）
申問電話で、商業・ものづくり課就業担当（☎
5498－6352 Fax5498－6338）へ  ※就業
相談ホームページ www.shinagawa-
shigoto.jp/からも申し込めます。

すけっと品川養成講座
ちょっとした困りごとのある方を支援す
る地域の「すけっと」を育む講座です。
日9月27日～10月25日の水曜日
午後1時30分～4時（全5回）　
※最終日は午後4時30分まで、10月18日
は午前の場合あり。
内講義と演習（介護技術ほか）
人区内在住の方80人（抽選）
場申問8月31日㈭（必着）までに、往復
はがきに「すけっと品川」とし、住所、
氏名、年齢、電話番号を品川介護福祉専
門学校（〠141－0033西品川1－28－3
☎5498－6364 Fax5498－6367）へ

アスベストの分析調査・除去工事
費用を助成します
対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など
対象調査・工事／①アスベスト含有分析
調査（吹き付け・吹き付けロックウール）
②アスベスト除去工事（アスベスト含有
吹き付け材）
助成額・件数／①調査費用の10分の10
（上限1棟25万円）・5件（先着）、②除去
工事費用の3分の2（上限1棟300万円）・3
件（先着）　※事前にご相談ください。
問環境課指導調査係
（☎5742－6751 Fax5742－6853）

育児休業代替任期付職員募集・事務
（Ⅲ類）、福祉（保育士・児童指導）
任用期間／10月1日～30年3月31日
人①事務：日本国籍を有し、平成11年10
月1日までに生まれた方3人程度、②福祉：
国籍を問わず平成9年10月1日までに生ま
れ、29年10月1日現在保育士の資格を有
し、都道府県知事の保育士登録を受けて
いる方10人程度
勤務場所／①区役所・地域センターなど、
②保育園・児童センターなど
選考日／8月27日㈰
選考内容／作文、面接
申込書配布場所／人事課（本庁舎5階）、
地域センター、サービスコーナー　など
※郵送での請求はお問い合わせください。
申問8月14日㈪（必着）までに、申込書を
人事課人事係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6628 Fax5742－6872）へ簡易
書留で郵送か持参　
※申込方法・受験資格など詳しくは実施要
綱で必ずご確認ください。

知的障害者グループホーム入居者募集
募集施設／①グループホーム金子山（西
大井4丁目）②グループホーム森前（西
大井1丁目）
人18～64歳の愛の手帳所持者10人程度
説明会／8月8日㈫ 午後1時15分・福栄会
申込書配布場所／障害者福祉課（本庁舎
3階）、障害者相談支援センター〈心身障害
者福祉会館（旗の台5－2－2）、福栄会（東
品川3－1－8）、グロー（南品川5－10－
43 3階）〉
申9月8日㈮までに、障害者相談支援セン
ターへ持参
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
（☎5742－6711 Fax3775－2000）

犯罪被害者などの特設相談窓口開設
品川・大崎・大井・荏原警察署と合同で
犯罪被害者などの相談に応じます。
日8月10日㈭・25日㈮ 午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
問区民相談室
（☎3777－2000 Fax5742－6599）

荏原文化センターレクリエーションホール 
工事による貸し出し休止のお知らせ
日9月18日㈷～11月18日㈯
問同センター
（☎3785－1241 Fax5702－2843）

図書館の平和フェア「戦争は過去のもの？」
日8月31日㈭まで
図書館 テーマ
品　川 明日への道しるべ～戦争の記録～
二　葉 咲かせよう平和の花
荏　原 戦争と平和
南大井 平和を求めて
源氏前 世界をみつめる
ゆたか 戦後72年　平和への歩み
大　井 輝ける日々
五反田 平和への願い
大　崎 平和をつなぐ
八　潮 平和って何？

～W
ホワ ッ ト
hat i

イズ
s P

ピ ー ス
eace？～

問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

「品川区長期基本計画」に関する
アンケートにご協力ください
区では、区政運営の指針である「品川区
長期基本計画」について、現行計画の総
括作業と、新計画の策定に向けた検討を
行っています。計画策定に反映させるた
め、区内在住の20歳以上の方3,000人を
無作為に選び、アンケート調査を実施し
ます。ご協力をお願いします。
問企画調整課計画担当
（☎5742－6606 Fax5742－6870）

大井図書館講演会
「折口信夫の愛した大井の町」
日9月3日㈰ 午後2時～3時30分
場品川歴史館（大井6－11－1）
人70人（先着）
申問8月1日㈫午前10時から、電話か直接
大井図書館（大井5－19－14☎3777－
7151 Fax3777－4970）へ
○大井図書館では、8月11日㈷～9月13
日㈬に「折口信夫特別展示」を開催します。
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

　●お知らせ

相 案談 内 ※祝日を
除きます

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮   9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第1㈫ 18:00～20:30

相談日1週間前の
午前9時から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫

不動産取引相談 第2・4㈮

司法書士相談 第2㈭

行政書士相談 第1～4㈮

社会保険労務士相談 第1㈮

人権身の上相談 第1・3㈫

国の行政相談 第1・3㈭ ☎3777－2000
※受付は午後3時まで

外国人生活相談 英　語／㈫
中国語／㈭   9:00～17:00

☎5742－6842
※受付は午後4時
30分まで

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479－4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2を
除く㈮ 13:00～16:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479－4104へ予約第2㈮ 17:30～20:30

教 育 相 談 ㈪～㈯  9:00～17:00 教育総合支援センター☎3490－2000
手 話 通 訳 者
付 き 相 談

㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課
Fax3775－2000㈮  9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮  9:00～16:00 品川交通事故相談所☎5742－2061
内 職 相 談 ㈪～㈮  9:00～17:00

就業センター
☎5498－6353職 業

相 談・紹 介 ㈪～㈮  9:00～17:00

わ か も の・
女 性 向 け
就 業 相 談

㈪・㈮ 10:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6352へ
予約㈫～㈭ 13:00～17:00

相談内容 曜日 時間 場所

消費生活相談
㈪～㈮   9:00～16:00 消費者センター

☎5718－7182電話第4㈫ 16:00～19:00
電話㈯ 12:30～16:00

マンション相談
管理運営
第2・4㈬ 13:00～16:00

相談日の1週間前
までに住宅課
☎5742－6776へ予約建替・修繕

第3㈫

住 宅 相 談
（リフォーム、 建替） 第3㈬ 10:00～15:00

本庁舎3階ロビー
問住宅課
☎5742－6776

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6589へ予約㈭・㈮  9:00～13:00

ひとり親家庭相談 ㈪～㈮  8:30～17:00 子ども家庭支援課☎5742－6589ひとり親就労相談 ㈫・㈬・㈮

児 童 相 談

㈪～㈮  8:30～17:00 子ども育成課☎5742－6959

㈪～㈯  9:00～18:00 子育て支援センター☎5749－1032

㈪～㈮  9:00～17:00 東京都品川児童相談所☎3474－5442

電子

講座・講演

※品川図書館では映画上映会（8/12㈯14:00
～15:45）も行います。

受付期間／8月31日㈭まで
設置場所／区役所本庁舎3階総合案内、
地域センター
問い合わせ／総務課
（☎5742－6624 Fax3774－6356）

九州北部
豪雨災害義援金箱を
設置しました
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家族介護カフェ
日8月29日㈫、10月31日㈫ 
午後2時～3時30分
場品川健康センター（北品川3－11－22）
内理学療法士による講演ほか
人区内在住で、家族介護をしている方、
興味のある方各30人程度（先着）
￥各250円（飲み物・お菓子代）
申8月18日㈮までに、電話かFAXで希望
日（両日可）、住所、氏名、電話番号を品
川ケア協議会（☎3471－4830 Fax3472
－6152）へ
問高齢者福祉課支援調整係
（☎5742－6728 Fax5742－6881）

小規模事業主向け講演会
「人生が変わる自律神経バランス術」
日9月29日㈮ 午後2時～3時30分　
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内中小企業事業主・従業員40人（先着）
申問電話で、商業・ものづくり課中小企業支
援係（☎5498－6334 Fax5498－6338）へ

絵手紙づくり
日8月23日㈬ 午後1時～3時
人小学生以上の方10人（先着）
持ち物／はがき、絵の具、筆、小皿など
場申問8月18日㈮までに、電話か直接平
塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8☎
5498－7021 Fax5498－1900）へ

食物アレルギー教室
みんなで学ぼう！食物アレルギー
日8月27日㈰
時間 内容 対象・定員（抽選）

①
10:00～
12:00

講演「みんなで
学ぼう！食物ア
レルギー＆エピ
ペン講習会」　

90人

②
12:30～
15:00

料理教室「7品
目除去メニュー」

30人
（16人・小学生
以上の親子7組
14人）

場きゅりあん（大井町駅前）
￥②800円、小・中学生500円
申込締切日／①のみ8月20日㈰、①と②
8月15日㈫　※②のみ不可。
運営／食物アレルギーの子を持つ親の会
申申込締切日までに、はがきかFAXで希
望番号、住所、氏名、電話番号、②は参
加するお子さんの氏名・年齢を食物アレ
ルギーの子を持つ親の会（〠206－0012
多摩市貝取4－4－5－503 Fax026－263
－8414）へ　※同会ホームページ pa-
fa.com/からも申し込めます。
問健康課（☎5742－6746 Fax5742－6883）

公正証書遺言説明会
日8月23日㈬ 午後2時～4時
場社会福祉協議会（大井1－14－1）
人30人（先着）
申問前日までに、電話で品川成年後見セン
ター（☎5718－7174 Fax6429－7600）へ

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
日9月16日㈯ 午前10時～正午
内「親日英国人ブリンクリー親子とちょっ
ぴり簡単おもてなし英語」
人中学生以上の方 15人（抽選）
￥1,700円
場申8月31日㈭（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
を同校（〠140－0011東大井1－10－40 
Fax3471－6338 office@s.metro-cit.
ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

事業承継セミナー「後継者に伝えた
い引き継ぐべきＤＮＡ」
日9月12日㈫ 午後3時～5時
場さわやか信用金庫目黒支店（目黒区下
目黒1－1－11）
人区内中小企業の経営者30人（先着）
※申込方法など詳しくは区ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6334 Fax5498－6338）

五反田図書館「みんなの暮らし講座」
～相続・遺言の基礎講座～
日9月2日㈯ 午後2時～4時
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
人40人（先着）
申問電話か直接、同館（西五反田6－5－
1☎3492－2131 Fax3492－4995）へ

鉄道模型を運転しよう！
日8月27日㈰ 午前10時～午後3時
場問平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2
－8☎5498－7021 Fax5498－1900）
※個人のコレクションの持ち込み不可。

わ！になろう！戸越台まつり！
日8月19日㈯ 午後2時～3時30分
内子ども太鼓、盆踊り、模擬店など
場戸越台中学校（戸越1－15－23）
問戸越台特別養護老人ホーム
（☎5750－1054 Fax5750－1055）

イベント
●日本消化器病学会関東支部市民
公開講座「消化器がんとがん検診」
9月2日㈯午後1時開演。120人（先
着）。当日東芝病院（東大井6）へ。
同病院・横濱☎3764－0511

サークルなど
●翠
すい

葉
よう

会（茶道）　第2・4㈬ 午後5
時30分。中小企業 。月4,000円。
☎090－2624－6985甲斐
●すずめ会（健康マージャン） ㈫  
午後0時30分。ドラゴン（大崎3）。
1回1,500円。☎090－2677－0355
山口

●南大井トリムクラブ　㈭午後1
時。南大井文化 。月500円。（入）
750円。☎3761－3682河田
●源氏前トリムクラブ　㈫・㈯ 午
後7時。源氏前小。月750円。（入）
500円。☎3782－0247長田（おさだ）
●千代の会（茶道）　第2・4㈫ 午
前10時。きゅりあん。月4,000円。
☎3450－6327関本

●品川吟詠同好会　見学歓迎。第1・
2・3㈫ 午後2時。西五反田シルバー
。月2,160円。☎3441－7654久保

●気功あじさい　初心者歓迎。㈫  
午後1時30分。五反田文化 。月
2,000円。☎3471－3731鈴木
●きらく会（一

いち

楽
らく

庵
あん

太極拳）　月3
回㈭。午後1時。荏原区民 。月
2,500円。☎3471－2949岡田

●すずらん会（カラオケ）　初心
者歓迎。①㈭②㈮ 午後1時。大井
一丁目会館。月各5,000円。（入）各
3,000円。☎3799－3296大渕
●声友会（カラオケ）　①㈫ 午後1
時30分②㈮ 午前10時。旗の台文化
。月各4,000円。☎090－3575

－9725近藤

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
費用の記載のないものは無料です。

＝センター　 ＝体育館　 ＝区民集会所　（入）＝入会金

品川＆早川ふるさと交流
そば打ち体験と湯島大杉・奈良田温泉
日10月14日㈯～15日㈰（区役所午前7時
25分集合・午後5時30分頃解散、1泊2日、
往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方40人（抽選）
￥12,000円、小学生以下8,000円（交通
費、宿泊費など）
申8月15日㈫（必着）までに、はがきか
FAXに「そば打ち」とし、参加者全員の住
所・氏名・性別・年齢・電話番号を京王観
光東京南支店（〠160－0022新宿区新宿
2－3－10新宿御苑ビル2階 Fax3359－
2570）へ
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6878）

土星を星のソムリエ®と見よう！
日8月26日㈯ 午後7時～8時30分
※雨天曇天中止。
場しながわ中央公園（区役所前）　
人100人程度
※小学3年生以下は保護者同伴。
問しながわ中央公園管理事務所
（☎5740－5037 Fax5740－5044）

成幸まつり
日8月26日㈯ 午後1時30分～3時
内子ども太鼓、手品、フラダンスなど
場問成幸ホーム（中延1－8－7☎3787－
3616 Fax3783－6580）

外国人おもてなし縁日
かき氷やうちわ作りなどで、日本の青少
年との交流を楽しんでみませんか。
日9月3日㈰ 午後1時～3時
場大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3）
人区内在住か在勤の外国人10人程度（先着）
申問8月18日㈮（必着）までに、往復は
がきで住所、氏名、年齢、電話番号、Eメー
ルアドレスを子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6720 
Fax5742－6351）へ

天王洲キャナルフェス夏2017　
天王洲の水辺を楽しめるイベントです。
日8月4日㈮・5日㈯ 午後3時～9時
場天王洲アイル運河エリア・水辺広場ほか
内ビアガーデン、キッズ向けアトラクショ
ン、こども楽団コンサートほか
主催／天王洲・キャナルサイド活性化協会
問同協会☎4405－5785、文化観光課観光
推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

●4日㈮～9日㈬／デジタル版画展　進
化する版・変化する版  
●19日㈯～22日㈫／ソープ&フルーツ
カービング展　アトリエ B

ビー
e F

フ リ ー
ree 生徒

成果発表会  
●26日㈯～28日㈪／第40回いけばな公
募展
場問同館（大崎駅前大崎ニューシティ2号
館2階☎3495－4040 Fax3495－4192
午前10時～午後6時30分）  
※開催時間は要問い合わせ。  
※8月10日㈭～17日㈭休館。

 
●10日㈭～13日㈰／第34回しながわ平
和のための戦争展（写真、絵画、生活用
品、資料）  ●23日㈬～27日㈰／民医連
東京共済写真サークル　第13回写真展
場問同ギャラリー（大井町駅前イトーヨー
カドー8階☎・Fax3774－5151午前10時～
午後8時）　※開催時間は要問い合わせ。
 

日8月19日㈯・20日㈰ 正午～午後8時
※盆踊りは、19日午後6時30分から。雨
天の場合は20日に実施。
場大井町駅前中央通り
問大井どんたく夏まつり実行委員会（☎
3471－9740 www.ooimachi.jp/）

日8月5日㈯・6日㈰ 午後3時～8時30分
場西大井広場公園（西大井駅前）
内盆踊り、歌謡コンサート、模擬店など
問二葉中央商店会・梅田☎3781－4395

日8月26日㈯ 午後4時～8時
内模擬店、ゲーム大会など
※午後6時45分から戸越南公園（戸越6
－8）で野外アニメ映画大会。
場問戸越公園駅前南口商店会
☎3781－8444

 
日8月27日㈰ 午前11時から
内食べ歩き・買い歩きイベント、スタン
プラリー、模擬店など
場問戸越銀座商店街連合会（☎3788－
1474 www.togoshiginza.jp）　

日9月16日㈯・23日㈷・30日㈯ 
午前9時30分～午後3時30分
内障害理解講座、ストレッチ講座
人高校生以上の方 30人（先着）
場申問電話で同校・松山（南品川6－15
－20☎5460－1160）へ

Ｏ美術館 8月の催し 品川納涼祭

とごしぎんざまつり
区民ギャラリー 8月の催し

第63回  大井どんたく夏まつり

第20回
子どもと家族の夕涼み広場

品川特別支援学校公開講座
「ボランティア養成講座Ⅱ」

文化・イベント情報文化・イベント情報

①水分をこまめにとること
②暑さを避けること
③食事・休息をしっかりとること

予防方法を正しく理解して熱中症を防ぎ、暑い夏を元気に乗り切りましょう。
気になることがある時は相談してください。

問い合わせ／各在宅介護支援センター　
　　　　　　高齢者福祉課（☎5742－6729・6730・6802 Fax5742－6881）

熱中症予防で
今夏、快適に！

熱中症予防の
ポイント

暑さ本番、高齢の方は特に
熱中症への注意が必要です

催　し

電子

　第1部　講演「認知症への理解を深めよう～認知症になっても安心
して暮らせる地域をめざして～」〈杉山孝博氏（川崎幸クリニック院長）〉
　第2部　区内の医療・福祉専門職による座談会「今から知っておき
たい品川“ぐるみ”の地域資源」 　
日時／9月2日㈯ 午後1時30分～4時30分　会場／荏原文化センター（中延1－9－15）　
定員／400人（先着）　※手話通訳付き。
申込方法・問い合わせ／8月21日㈪までに、電話かFAXで講演会名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を高齢者福祉課（☎5742－6802 Fax5742－6881）へ

杉山孝博氏

認知症とともに歩む
～わたしは一人じゃない～

認知症
講演会



▲「カタログポケット」
このアイコンが目印

配信中！

・外国人人口…………12,116
　　男………………… 5,925
　　女………………… 6,191

総人口…………… 386,519世帯…………………215,169

・日本人人口…………374,403
　　男…………………183,767
　　女…………………190,636

  人口と世帯（平成29年7月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成29年（2017）

8/1
2050号

問広報広聴課☎5742－6612 Fax5742－6870　加入について▶ケーブルテレビ品川 0120－559－470

しながわホットほっと ケーブルテレビ品川
毎日7時・10時・13時・19時・
22時から5回放送（＊＊土曜切り替え）11チャンネル

テレビ8月

00分～ 10分～ 20分～ 30分～

土

わ！しながわニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助の笑顔いっぱい
　 世界へつながる！
大崎発 バスの旅

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 泉麻人  しながわ土地の記憶
　 八潮

月
しながわのチカラ
　 品川撫子
～未来をつくる女性たち

火 三之助の笑顔いっぱい ※
青空のもと  ビーチバレーボール

水 復活！しながわ探検隊 語り継ぐ品川現代史
賑わいの象徴  町会神輿　

木 いま聞いておきたいあの日の記憶
子どもたちの戦争

金
しながわのチカラ
しながわの学童
集団疎開

しながわのチカラ
しながわの学童
集団疎開PART2

歴史探訪
幕末の歴史舞台  品川沖

ものづくりの分野で、品
川を拠点とし、いきいきと
活動する平成の大和撫子
の姿を追います。
※8月1日は、しながわの
チカラ「しながわ名誉区民
物語」を放送。

しながわのチ・カ・ラ
品川撫

なでしこ

子～未来をつくる
女性たち

  一部の番組は品川区公式You Tubeチャンネルでもご覧になれます
ユ ー チ ュ ー ブ

しなメールでは、区の情報や防災気象情報を
電子メールで配信していま
す。右のコードを読み取る
か、https://mail.cous.jp/
shinagawa/へアクセスして
登録してください。

午前6時56分から3分間
災害時には、災害情報や生活情報を放送し
ます。

放
送
言
語

㈪ 中国語・日本語
㈫ 韓国語・日本語
㈬ タガログ語・日本語
㈭・㈮ 英語・日本語

89.7Mhz
しながわインフォ

しながわ情報メール
「しなメール」

インターエフエム放送

ラジオ

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

で

しパソコン・
携帯

緊急時・災害時などに、区ホームペー
ジ、しなメール、品川区ツイッター
などで発信する緊急情報を音声で聞
くことができます。　

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

　夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう！」 　品川平日児童水泳教室（10月～30年3月）

　少年少女武道教室

　ひとり親家庭「親子で工場見学とB
バーベキュー

BQ」

　環境学習講座
　リサイクル木材で本棚をつくろう

　親子ネイチャープロジェクト「第2弾」

　2・3歳児食親子クッキング

日8月20日㈰ 午後1時30分～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人小学生20人（先着）　※小学3年生以下は保護者同伴。
申問午前9時～午後5時に、電話でしながわ中央公園管
理事務所（☎5740－5037 Fax5740－5044）へ

コース 対象・定員（抽選）曜日 時間 回数

SC2 5歳～小学2年生
70人

水

16:00 ～17:00

全24回SC3 小学1～3年生
20人 17:00 ～18:00

SC4 小学3年～中学生
20人 18:00 ～19:00

場品川学園温水プール（北品川3－9－30）
￥各12,000円、年間登録費2,000円（保険料込）
主催／品川区水泳連盟
申問8月18日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
コース、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、保護者
氏名、電話番号、幼稚園・保育園・学校名、泳力（水
泳連盟泳力級かクロールで何
ｍ）をスポーツ協会（〠141
－0022東五反田2－11－2
☎3449－4400 Fax3449－
4401）へ

教室名 対象・定員
（抽選） 日時 会場 費用

（保険料込）

空手道 小・中学生
10人

9/5 ～10/10の火曜日18:30 ～19:30（全5回）
※9/19を除く

総合体育館
（〠141－0022東五反田2－11－2
☎3449－4400 Fax3449－4401）

1,800円

剣　道 小・中学生
若干名

9/6 ～10/11の水曜日16:00 ～18:00（全6回） 2,000円

9/7～12/14の木曜日17:00～19:00（全14回）
※11/23を除く

戸越体育館
（〠142－0042豊町2－1－17
☎3781－6600 Fax3781－6699）

3,600円

柔　道 小・中学生
各10人

9/7 ～10/12の木曜日18:30 ～19:30（全6回） 総合体育館 2,000円
9/6～12/13の水曜日18:30～19:30（全15回） 戸越体育館 3,800円

申問8月20日㈰（必着）までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、電話番号、学年を各会場へ　
※通年の教室で継続可能。

日9月10日㈰
※新子安駅午前10時集合、午後2時現地解散。
場キリン横浜工場（横浜市鶴見区）
人親子40人（先着）　￥1世帯1,800円　
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申問8月14日㈪までに、電話で子ども家庭支援課ひと
り親相談担当（☎5742－6589 Fax5742－6387）へ

日9月9日㈯ 午後1時30分～3時30分　
場353会議室（第三庁舎5階）
人小学3・4年生と保護者16組（抽選）
申問8月14日㈪（必着）までに、往復はがきかFAXで
講座名、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号か
FAX番号を環境情報活動センター（〠140－8715品川
区役所☎・Fax5742－6533）へ　
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

日9月3日㈰ 午前10時～午後2時
場品川区キャンプ場（八潮3－1）
内親子対抗丸太切り競争とドラム缶風呂
人区内在住の小学生と保護者20組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申問8月15日㈫（必着）までに、往復はがきに「ネイチャー」
とし、住所、参加者全員の氏名、お子さんの学年、電話
番号を子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6720 Fax5742－6351）へ
◯区ホームページから電子申請もできます。

日9月5日㈫・19日㈫・26日㈫ 午前10時～11時30分
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人2・3歳のお子さんと保護者15組（抽選）　※託児なし。
運営／品川栄養士会
申8月15日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXに「幼
児食親子クッキング」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話・FAX番号、Eメール
アドレスを子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－
6692 Fax5742－6351）へ
◯区ホームページから電子申請も
できます。

キッズクラブ

歌／岩本公水
作詩／小磯清明
補作詩／石本美由起・海沼実
作曲／服部良一
編曲／栗山和樹
振り付け／品川区民踊連盟

品川音頭2017CD品川音頭2017CD
有料頒布します有料頒布します

頒布場所／広報広聴課（本庁舎5階）、区政資料コーナー
（第三庁舎3階）、地域センター〈30年8月末まで〉

新たに2種類の「わ！しながわ」グッ
ズが仲間入りしました。
（1）缶バッジ小（直径5cm）
（2）ステッカー（直径14cm）

価格／各50円
頒布場所／広報広
聴課（本庁舎5階）、
区政資料コーナー
（第三庁舎3階）
問い合わせ／広報広聴課
（☎5742－6043 Fax5742－6870）問い合わせ　広報広聴課（☎5742－6613 Fax5742－6870）

8月11日号は休刊です

岩本公水

新「わ！しながわ」グッズ
のお知らせ

新

新

新

500円で
8月1日
から

同時収録
　●オリジナルカラオケ    ●金管アレンジV

バージョン

er.
　●吹奏楽アレンジVer.　●ダンスアレンジVer.

～八潮の地名を加えてリニュ
ーアル

～八潮の地名を加えてリニュ
ーアル～～


